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１－１．データ概要 

1)概要 

町丁目別商業統計(商業統計データ)は、全国の公営、民営の事業所に対して経済産業省が行う｢商業統計調査｣の結果を編成した 

平成19 年商業統計メッシュデータ（一般財団法人経済産業調査会 経済統計情報センター）を元に編集・加工し各年度の 

町(大字)丁目行政界地図に紐付けした統計データです。都道府県、政令指定都市、市区町村、町大字、丁目字の5レベルの統計 

データを提供します。 

行政コードによる集計した統計値は、平成19 年商業統計メッシュデータを町(大字)丁目行政界地図に対応させた独自の按分推

計処理を行っております。 

行政コードは、11桁の全国町･字ファイル（公益財団法人 国土地理協会）のコード体系に基づいた（都道府県～市区町村までは 

5桁）を採用しています。 

町丁目別商業統計は、MapInfo Professional v10.0 以降より使用することができます。 

 

2)収録データ構成 

データ種別 指標数 内容 

基本  73 規模別・産業別・業態別より抜粋した基本指標 

規模別  64 卸売業、小売業の事業所の小売業に関する事業所数、年間商品販売額、売場面積等を従業者規模別、 

年間商品販売額階級別、業種分類(４区分)、別等を各種規模別に集計 

産業別 105 小売業の事業所の事業所数、年間商品販売額、売場面積を産業分類中・小分類別に集計 

業態別  81 小売業の事業所の事業所数、年間商品販売額、売場面積を百貨店、スーパー、専門店等の業態別に集計

フルセット 250 規模別+産業別+業態別の全データ 

 

3)提供フォーマット 

指定によりご要望の形式で提供可能です。 

MapInfo形式(tab形式)、MapInfo交換フォーマット(MID/MIF形式)、テキスト形式 (CSVカンマ区切り) 

 

１－２．データの用途 

地域を対象とする業務分野（例えば、流通業を対象とする「エリアマ－ケティング支援業務」）や出店計画、商品開発計画、地域研 

究など広く使用されます。任意の地域について地域内の統計値を合算することにより、必要なデータを容易に作成することができます。 

 

１－３．データ提供可能な範囲と提供する単位 

全国（一部地域を除く）をカバーしています。 

提供する単位は、全国版、地方版、都府県版の3通りがあります｡ 

地方名 都道府県名 地方名 都道府県名 

北海道 北海道 近畿 滋賀、京都府、大阪府、兵庫、奈良、和歌山 

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京都、神奈川、山梨 四国 徳島、香川、愛媛、高知 

北陸 新潟、富山、石川、福井 九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

中部 長野、岐阜、静岡、愛知、三重   

 

１－４．データサイズ 

データ種別 MapInfo形式 MID/MIF形式 
CSV 

カンマ区切り

基本 141 MB  78 MB  67 MB 

規模別 132 MB  73 MB  62 MB 

産業別 179 MB  98 MB  86 MB 

業態別 149 MB  79 MB  68 MB 

フルセット 459 MB 249 MB 215 MB 

 

１－５．データの取得年月 

平成19年商業統計データを2014年4月時点で経年推計し国際航業 町（大字）丁目行政界地図V2014とマッチング処理を施した推計 

データです。 

 

１－６．データの出典 

国際航業株式会社殿より、基データの全国町丁目別商業統計データベース(PAREA-Statisticsシリーズ PAREA-Stat.Commerce for 

Town）を提供して頂いています。 

１．データ概要 
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２－１．基本データ       73 指標 

No. ファイル名 指標レベル 項目数 備考 

1 Sta_nnCTB_0 都道府県 2+2+73  

2 Sta_nnCTB_1 政令指定都市 3+2+73 政令指定都市の存在しない県および地方にはファイルはありません。 

3 Sta_nnCTB_2 市区町村 3+2+73  

4 Sta_nnCTB_3 町・大字 4+2+73  

5 Sta_nnCTB_4 丁目・字 5+2+73  

 

２－２．規模別データ     64 指標 

No. ファイル名 指標レベル 項目数 備考 

1 Sta_nnCTK_0 都道府県 2+2+64  

2 Sta_nnCTK_1 政令指定都市 3+2+64 政令指定都市の存在しない県および地方にはファイルはありません。 

3 Sta_nnCTK_2 市区町村 3+2+64  

4 Sta_nnCTK_3 町・大字 4+2+64  

5 Sta_nnCTK_4 丁目・字 5+2+64  

 

２－３．産業別データ     105 指標 

No. ファイル名 指標レベル 項目数 備考 

1 Sta_nnCTS_0 都道府県 2+2+105  

2 Sta_nnCTS_1 政令指定都市 3+2+105 政令指定都市の存在しない県および地方にはファイルはありません。 

3 Sta_nnCTS_2 市区町村 3+2+105  

4 Sta_nnCTS_3 町・大字 4+2+105  

5 Sta_nnCTS_4 丁目・字 5+2+105  

 

２－４．業態別データ     81 指標 

No. ファイル名 指標レベル 項目数 備考 

1 Sta_nnCTG_0 都道府県 2+2+81  

2 Sta_nnCTG_1 政令指定都市 3+2+81 政令指定都市の存在しない県および地方にはファイルはありません。 

3 Sta_nnCTG_2 市区町村 3+2+81  

4 Sta_nnCTG_3 町・大字 4+2+81  

5 Sta_nnCTG_4 丁目・字 5+2+81  

 

ファイル名について 

※『nn』はテーブルのデータ収録範囲を示します。 

全国版=99、地方版=全国を9つに分割した範囲に割り当てたコードA～I、都道府県版=行政コード先頭2桁の01～47 

※『_0～_4』は指標レベルを示します。 

 

項目数について 

※左から共通ヘッダー（地区部分）、共通ヘッダー（指標概要部分）、指標項目の３つのグループに関連する項目数を表します。 

共通ヘッダーについての詳細は「３．共通ヘッダー属性データ」を参照してください。 

指標項目についての詳細は「４．指標属性データ」を参照してください。 

 

２．構成するテーブル 
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各ファイルの共通ヘッダー項目を示します。公称住所を表すコードと名称項目です。 

 

３－１．都道府県レベル 

No. 項目名 形式（サイズ） 備考 

1 行政コード  ※ 文字（5） JIS5桁の都道府県コード（01000～47000） 

2 都道府県名 文字（8）  

3 集計レベル 整数 行政コード区分（都道府県=0固定） 

4 指標数 整数 統計指標数（基本=73、規模別=64、産業別=105、業態別=81 集計内容毎に固定） 

 

３－２．政令指定都市レベル 

No. 項目名 形式（サイズ） 備考 

1 行政コード  ※ 文字（ 5） JIS5桁の政令指定都市コード（東京23区は利便上 13100 を登録しています） 

2 都道府県名 文字（ 8）  

3 政令指定都市名 文字（24）  

4 集計レベル 整数 行政コード区分（政令指定都市=1固定） 

5 指標数 整数 統計指標数（基本=73、規模別=64、産業別=105、業態別=81 集計内容毎に固定） 

 

３－３．市区町村レベル 

No. 項目名 形式（サイズ） 備考 

1 行政コード  ※ 文字（ 5） JIS5桁の市区町村コード 

2 都道府県名 文字（ 8）  

3 市区町村名 文字（24）  

4 集計レベル 整数 行政コード区分（市区町村=2固定） 

5 指標数 整数 統計指標数（基本=73、規模別=64、産業別=105、業態別=81 集計内容毎に固定） 

 

３－４．町・大字レベル 

No. 項目名 形式（サイズ） 備考 

1 行政コード  ※ 文字（11） 全国町・字ファイル（公益財団法人 国土地理協会）に準拠した11桁コード 

2 都道府県名 文字（ 8）  

3 市区町村名 文字（24）  

4 大字名 文字（36）  

5 集計レベル 整数 行政コード区分（町・大字=3固定） 

6 指標数 整数 統計指標数（基本=73、規模別=64、産業別=105、業態別=81 集計内容毎に固定） 

 

３－５．丁目・字レベル 

No. 項目名 形式（サイズ） 備考 

1 行政コード  ※ 文字（11） 全国町・字ファイル（公益財団法人 国土地理協会）に準拠した11桁コード 

2 都道府県名 文字（ 8）  

3 市区町村名 文字（24）  

4 大字名 文字（36）  

5 小字名 文字（24）  

6 集計レベル 整数 行政コード区分（丁目・字=4固定） 

7 指標数 整数 統計指標数（基本=73、規模別=64、産業別=105、業態別=81 集計内容毎に固定） 

 

 

※ MapInfo形式では、項目名称『行政コード』にインデックスを付与しています。 

※ 『行政コード』についての詳細は、「５．解説の５－３．行政コードおよび住所コード」を参照してください。 

※ 各テーブルの統計指標項目については、「４．指標属性データ」を参照してください。 

※ 一部の指標については、秘匿措置などにより特別な値が登録されております。秘匿措置については「５．解説の５－４．秘匿措置」を 

 参照してください。 

 

 

３．共通ヘッダー属性データ 
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４－１．基本データ     73指標（1 ～ 31） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

1  

小売業 

計 

小売業計(事業所数) 小売業計事業所数 事業所数 整数 

2  小売業計(従業者数) 小売業計従業者数 人数 整数 

3  小売業計(年間商品販売額(万円)) 小売業計販売額 額(万円) 固(11,0) 

4  小売業計(売場面積(㎡)) 小売業計売場面積 面積(㎡) 整数 

5  小売業計(駐車場収容台数) 小売業計来客用駐車場収容台数 台数 整数 

6  

小売業 

計 

産業別 

55 各種商品小売業(事業所数) 各種商品小売業事業所数 事業所数 整数 

7  55 各種商品小売業(年間商品販売額(万円)) 各種商品小売業販売額 額(万円) 整数 

8  56 織物・衣服・身の回り品小売業(事業所数) 織物衣服身回り品小売業事業所数 事業所数 整数 

9  56 織物・衣服・身の回り品小売業(年間商品販売額(万円)) 織物衣服身回り品小売業販売額 額(万円) 整数 

10  57 飲食料品小売業(事業所数) 飲食料品小売業事業所数 事業所数 整数 

11  57 飲食料品小売業(年間商品販売額(万円)) 飲食料品小売業販売額 額(万円) 整数 

12  58 自動車・自転車小売業(事業所数) 自動車・自転車小売業事業所数 事業所数 整数 

13  58 自動車・自転車小売業(年間商品販売額(万円)) 自動車・自転車小売業販売額 額(万円) 整数 

14  59 家具・じゅう器・器械器具小売業(事業所数) 家具什器機械器具小売業事業所数 事業所数 整数 

15  59 家具・じゅう器・器械器具小売業(年間商品販売額(万円)) 家具什器機械器具小売業販売額 額(万円) 整数 

16  60 その他小売業(事業所数) その他の小売業事業所数 事業所数 整数 

17  60 その他小売業(年間商品販売額(万円)) その他の小売業販売額 額(万円) 整数 

18  
小売業 

計 

従業者規模別 

従業者1～4 人(事業所数) 従業者1～4 人事業所数 事業所数 整数 

19  従業者5～29 人(事業所数) 従業者5～29 人事業所数 事業所数 整数 

20  従業者30～49 人(事業所数) 従業者30～49 人事業所数 事業所数 整数 

21  従業者50 人以上(事業所数) 従業者50 人以上事業所数 事業所数 整数 

22  
小売業 

計 

年間商品販売額階級別 

年間商品販売額200 万円未満(事業所数) 販売額200 万円未満事業所数 事業所数 整数 

23  年間商品販売額200 万～2000 万円未満(事業所数) 販売額200 万~2 千万円未満事業所数 事業所数 整数 

24  年間商品販売額2000 万～1 億円未満(事業所数) 販売額2 千万～1 億円未満事業所数 事業所数 整数 

25  年間商品販売額1 億円以上(事業所数) 販売額1 億円以上事業所数 事業所数 整数 

26  

小売業 

計 

売場面積規模別 

売場面積20 ㎡未満(事業所数) 売場面積20 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

27  売場面積20～50 ㎡未満(事業所数) 売場面積20～50 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

28  売場面積50～500 ㎡未満(事業所数) 売場面積50～500 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

29  売場面積500～1500 ㎡未満(事業所数) 売場面積500～1500 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

30  売場面積1500～3000 ㎡未満(事業所数) 売場面積1500～3 千㎡未満事業所数 事業所数 整数 

31  売場面積3000 ㎡以上(事業所数) 売場面積3 千㎡以上事業所数 事業所数 整数 

 

４．指標属性データ 
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基本データ     73指標（32 ～ 67） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

32  

小売業 

計 

業種別 

業種(買回り品)(事業所数) 買回り品業種事業所数 事業所数 整数 

33  業種(買回り品)(年間商品販売額(万円)) 買回り品業種販売額 額(万円) 整数 

34  業種(買回り品)(売場面積(㎡)) 買回り品業種売場面積 面積(㎡) 整数 

35  業種(最寄り品)(事業所数) 最寄り品業種事業所数 事業所数 整数 

36  業種(最寄り品)(年間商品販売額(万円)) 最寄り品業種販売額 額(万円) 整数 

37  業種(最寄り品)(売場面積(㎡)) 最寄り品業種売場面積 面積(㎡) 整数 

38  業種(各種商品小売業)(事業所数) 各種商品小売業種事業所数 事業所数 整数 

39  業種(各種商品小売業)(年間商品販売額(万円)) 各種商品小売業種販売額 額(万円) 整数 

40  業種(各種商品小売業)(売場面積(㎡)) 各種商品小売業種売場面積 面積(㎡) 整数 

41  業種(その他)(事業所数) その他の業種事業所数 事業所数 整数 

42  業種(その他)(年間商品販売額(万円)) その他の業種販売額 額(万円) 整数 

43  業種(その他)(売場面積(㎡)) その他の業種売場面積 面積(㎡) 整数 

44  
小売業 

業態別(小売業計) 

業態別計(小売業計)(事業所数) 小売業計業態別計事業所数 事業所数 整数 

45  業態別計(小売業計)(年間商品販売額(万円)) 小売業計業態別計販売額 額(万円) 固(11,0) 

46  業態別計(小売業計)(売場面積(㎡)) 小売業計業態別計売場面積 面積(㎡) 整数 

47  小売業 

業態別(小売業計) 

百貨店 

百貨店(事業所数) 百貨店事業所数 事業所数 整数 

48  百貨店(年間商品販売額(万円)) 百貨店販売額 額(万円) 整数 

49  百貨店(売場面積(㎡)) 百貨店売場面積 面積(㎡) 整数 

50  小売業 

業態別(小売業計) 

総合スーパー 

総合スーパー(事業所数) 総合スーパー事業所数 事業所数 整数 

51  総合スーパー(年間商品販売額(万円)) 総合スーパー販売額 額(万円) 整数 

52  総合スーパー(売場面積(㎡)) 総合スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

53  小売業 

業態別(小売業計) 

専門スーパー 

専門スーパー(事業所数) 専門スーパー事業所数 事業所数 整数 

54  専門スーパー(年間商品販売額(万円)) 専門スーパー販売額 額(万円) 整数 

55  専門スーパー(売場面積(㎡)) 専門スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

56  小売業 

業態別(小売業計) 

コンビニエンスストア 

コンビニエンスストア(事業所数) コンビニエンスストア事業所数 事業所数 整数 

57  コンビニエンスストア(年間商品販売額(万円)) コンビニエンスストア販売額 額(万円) 整数 

58  コンビニエンスストア(売場面積(㎡)) コンビニエンスストア売場面積 面積(㎡) 整数 

59  小売業 

業態別(小売業計) 

ドラッグストア 

ドラッグストア(事業所数) ドラッグストア事業所数 事業所数 整数 

60  ドラッグストア(年間商品販売額(万円)) ドラッグストア販売額 額(万円) 整数 

61  ドラッグストア(売場面積(㎡)) ドラッグストア売場面積 面積(㎡) 整数 

62  小売業 

業態別(小売業計) 

その他スーパー 

その他スーパー(事業所数) その他のスーパー事業所数 事業所数 整数 

63  その他スーパー(年間商品販売額(万円)) その他のスーパー販売額 額(万円) 整数 

64  その他スーパー(売場面積(㎡)) その他のスーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

65  小売業 

業態別(小売業計) 

専門店 

専門店(事業所数) 専門店事業所数 事業所数 整数 

66  専門店(年間商品販売額(万円)) 専門店販売額 額(万円) 整数 

67  専門店(売場面積(㎡)) 専門店売場面積 面積(㎡) 整数 
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基本データ     73指標（68 ～ 73） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

68  小売業 

業態別(小売業計) 

中心店 

中心店(事業所数) 中心店事業所数 事業所数 整数 

69  中心店(年間商品販売額(万円)) 中心店販売額 額(万円) 整数 

70  中心店(売場面積(㎡)) 中心店売場面積 面積(㎡) 整数 

71  小売業 

業態別(小売業計) 

その他小売店 

その他の小売店(事業所数) その他の小売店事業所数 事業所数 整数 

72  その他の小売店(年間商品販売額(万円)) その他の小売店販売額 額(万円) 整数 

73  その他の小売店(売場面積(㎡)) その他の小売店売場面積 面積(㎡) 整数 

※形式「固(11.0)」は、種類：固定小数、幅：11、小数点以下桁数：0 を表します。 
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４－２．規模別データ     64指標（1 ～ 36） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

1  
卸売業 

計 

卸売業計(事業所数) 卸売業計事業所数 事業所数 整数 

2  卸売業計(従業者数) 卸売業計従業者数 人数 整数 

3  卸売業計(年間商品販売額(万円)) 卸売業計販売額 額(万円) 固(11,0) 

4  

小売業 

計 

小売業計(事業所数) 小売業計事業所数 事業所数 整数 

5  小売業計(従業者数) 小売業計従業者数 人数 整数 

6  小売業計(年間商品販売額(万円)) 小売業計販売額 額(万円) 固(11,0) 

7  小売業計(売場面積(㎡)) 小売業計売場面積 面積(㎡) 整数 

8  小売業計(駐車場収容台数) 小売業計駐車場収容台数 台数 整数 

9  

小売業 

計 

従業者規模別 

従業者1～4 人(事業所数) 従業者1～4 人事業所数 事業所数 整数 

10  従業者1～4 人(年間商品販売額(万円)) 従業者1～4 人販売額 額(万円) 整数 

11  従業者5～29 人(事業所数) 従業者5～29 人事業所数 事業所数 整数 

12  従業者5～29 人(年間商品販売額(万円)) 従業者5～29 人販売額 額(万円) 整数 

13  従業者30～49 人(事業所数) 従業者30～49 人事業所数 事業所数 整数 

14  従業者30～49 人(年間商品販売額(万円)) 従業者30～49 人販売額 額(万円) 整数 

15  従業者50 人以上(事業所数) 従業者50 人以上事業所数 事業所数 整数 

16  従業者50 人以上(年間商品販売額(万円)) 従業者50 人以上販売額 額(万円) 整数 

17  

小売業 

計 

年間商品販売額階級別 

年間商品販売額200 万円未満(事業所数) 販売額200 万円未満事業所数 事業所数 整数 

18  年間商品販売額200 万円未満(年間商品販売額(万円)) 販売額200 万円未満販売額 額(万円) 整数 

19  年間商品販売額200 万円未満(売場面積(㎡)) 販売額200 万円未満売場面積 面積(㎡) 整数 

20  年間商品販売額200 万～2000 万円未満(事業所数) 販売額200 万~2 千万円未満事業所数 事業所数 整数 

21  年間商品販売額200 万～2000 万円未満(年間商品販売額(万円)) 販売額200 万~2 千万円未満販売額 額(万円) 整数 

22  年間商品販売額200 万～2000 万円未満(売場面積(㎡)) 販売額200 万~2 千万円未満売場面積 面積(㎡) 整数 

23  年間商品販売額2000 万～1 億円未満(事業所数) 販売額2 千万～1 億円未満事業所数 事業所数 整数 

24  年間商品販売額2000 万～1 億円未満(年間商品販売額(万円)) 販売額2 千万～1 億円未満販売額 額(万円) 整数 

25  年間商品販売額2000 万～1 億円未満(売場面積(㎡)) 販売額2 千万～1 億円未満売場面積 面積(㎡) 整数 

26  年間商品販売額1 億円以上(事業所数) 販売額1 億円以上事業所数 事業所数 整数 

27  年間商品販売額1 億円以上(年間商品販売額(万円)) 販売額1 億円以上販売額 額(万円) 固(11,0) 

28  年間商品販売額1 億円以上(売場面積(㎡)) 販売額1 億円以上売場面積 面積(㎡) 整数 

29  

小売業 

計 

売場面積規模別 

売場面積20 ㎡未満(事業所数) 売場面積20 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

30  売場面積20 ㎡未満(年間商品販売額(万円)) 売場面積20 ㎡未満販売額 額(万円) 整数 

31  売場面積20 ㎡未満(売場面積(㎡)) 売場面積20 ㎡未満売場面積 面積(㎡) 整数 

32  売場面積20～50 ㎡未満(事業所数) 売場面積20～50 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

33  売場面積20～50 ㎡未満(年間商品販売額(万円)) 売場面積20～50 ㎡未満販売額 額(万円) 整数 

34  売場面積20～50 ㎡未満(売場面積(㎡)) 売場面積20～50 ㎡未満売場面積 面積(㎡) 整数 

35  売場面積50～500 ㎡未満(事業所数) 売場面積50～500 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

36  売場面積50～500 ㎡未満(年間商品販売額(万円)) 売場面積50～500 ㎡未満販売額 額(万円) 整数 
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規模別データ     64指標（37 ～ 64） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

37  

小売業 

計 

売場面積規模別 

売場面積50～500 ㎡未満(売場面積(㎡)) 売場面積50～500 ㎡未満売場面積 面積(㎡) 整数 

38  売場面積500～1500 ㎡未満(事業所数) 売場面積500～1500 ㎡未満事業所数 事業所数 整数 

39  売場面積500～1500 ㎡未満(年間商品販売額(万円)) 売場面積500～1500 ㎡未満販売額 額(万円) 整数 

40  売場面積500～1500 ㎡未満(売場面積(㎡)) 売場面積500～1500 ㎡未満売場面積 面積(㎡) 整数 

41  売場面積1500～3000 ㎡未満(事業所数) 売場面積1500～3 千㎡未満事業所数 事業所数 整数 

42  売場面積1500～3000 ㎡未満(年間商品販売額(万円)) 売場面積1500～3 千㎡未満販売額 額(万円) 整数 

43  売場面積1500～3000 ㎡未満(売場面積(㎡)) 売場面積1500～3 千㎡未満売場面積 面積(㎡) 整数 

44  売場面積3000 ㎡以上(事業所数)  売場面積3 千㎡以上事業所数 事業所数 整数 

45  売場面積3000 ㎡以上(年間商品販売額(万円)) 売場面積3 千㎡以上販売額 額(万円) 整数 

46  売場面積3000 ㎡以上(売場面積(㎡)) 売場面積3 千㎡以上売場面積 面積(㎡) 整数 

47  

小売業 

計 

事業所解説年代 

開設昭和29 年以前(事業所数) 開設昭和29 年以前事業所数 事業所数 整数 

48  開設昭和30～39 年(事業所数) 開設昭和30～39 年事業所数 事業所数 整数 

49  開設昭和40～49 年(事業所数) 開設昭和40～49 年事業所数 事業所数 整数 

50  開設昭和50～59 年(事業所数) 開設昭和50～59 年事業所数 事業所数 整数 

51  開設昭和60～平成6 年(事業所数) 開設昭和60～平成6 年事業所数 事業所数 整数 

52  開設平成7～14 年(事業所数) 開設平成7～14 年事業所数 事業所数 整数 

53  

小売業 

計 

業種別 

業種(買回り品)(事業所数) 買回り品業種事業所数 事業所数 整数 

54  業種(買回り品)(年間商品販売額(万円)) 買回り品業種販売額 額(万円) 整数 

55  業種(買回り品)(売場面積(㎡)) 買回り品業種売場面積 面積(㎡) 整数 

56  業種(最寄り品)(事業所数) 最寄り品業種事業所数 事業所数 整数 

57  業種(最寄り品)(年間商品販売額(万円)) 最寄り品業種販売額 額(万円) 整数 

58  業種(最寄り品)(売場面積(㎡)) 最寄り品業種売場面積 面積(㎡) 整数 

59  業種(各種商品小売業)(事業所数) 各種商品小売業種事業所数 事業所数 整数 

60  業種(各種商品小売業)(年間商品販売額(万円)) 各種商品小売業種販売額 額(万円) 整数 

61  業種(各種商品小売業)(売場面積(㎡)) 各種商品小売業種売場面積 面積(㎡) 整数 

62  業種(その他)(事業所数)  その他の業種事業所数 事業所数 整数 

63  業種(その他)(年間商品販売額(万円)) その他の業種販売額 額(万円) 整数 

64  業種(その他)(売場面積(㎡)) その他の業種売場面積 面積(㎡) 整数 

※形式「固(11.0)」は、種類：固定小数、幅：11、小数点以下桁数：0 を表します。 
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４－３．産業別データ    105指標（1 ～ 36） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

1  

小売業 

55・56・57・58・59・60 小売業計 

小売業計(55・56・57・58・59・60)(事業所数) 小売業計事業所数 事業所数 整数 

2  小売業計(55・56・57・58・59・60)(年間商品販売額(万円)) 小売業計販売額 額(万円) 固(11,0) 

3  小売業計(55・56・57・58・59・60)(売場面積(㎡)) 小売業計売場面積 面積(㎡) 整数 

4  55 各種商品小売業(事業所数) 各種商品小売業事業所数 事業所数 整数 

5  55 各種商品小売業(年間商品販売額(万円)) 各種商品小売業販売額 額(万円) 整数 

6  55 各種商品小売業(売場面積(㎡)) 各種商品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

7  56 織物・衣服・身の回り品小売業(事業所数) 織物衣服身回り品小売業事業所数 事業所数 整数 

8  56 織物・衣服・身の回り品小売業(年間商品販売額(万円)) 織物衣服身回り品小売業販売額 額(万円) 整数 

9  56 織物・衣服・身の回り品小売業(売場面積(㎡)) 織物衣服身回り品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

10  57 飲食料品小売業(事業所数) 飲食料品小売業事業所数 事業所数 整数 

11  57 飲食料品小売業(年間商品販売額(万円)) 飲食料品小売業販売額 額(万円) 整数 

12  57 飲食料品小売業(売場面積(㎡)) 飲食料品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

13  58 自動車・自転車小売業(事業所数) 自動車・自転車小売業事業所数 事業所数 整数 

14  58 自動車・自転車小売業(年間商品販売額(万円)) 自動車・自転車小売業販売額 額(万円) 整数 

15  58 自動車・自転車小売業(売場面積(㎡)) 自動車・自転車小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

16  59 家具・じゅう器・器械器具小売業(事業所数) 家具什器機械器具小売業事業所数 事業所数 整数 

17  59 家具・じゅう器・器械器具小売業(年間商品販売額(万円)) 家具什器機械器具小売業販売額 額(万円) 整数 

18  59 家具・じゅう器・器械器具小売業(売場面積(㎡)) 家具什器機械器具小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

19  60 その他小売業(事業所数) その他の小売業事業所数 事業所数 整数 

20  60 その他小売業(年間商品販売額(万円)) その他の小売業販売額 額(万円) 整数 

21  60 その他小売業(売場面積(㎡)) その他の小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

22  

小売業 

55・56・57・58・59・60 小売業計 

60 その他小売業 

551 百貨店、総合スーパー(事業所数) 百貨店、総合スーパー事業所数 事業所数 整数 

23  551 百貨店、総合スーパー(年間商品販売額(万円)) 百貨店、総合スーパー販売額 額(万円) 整数 

24  551 百貨店、総合スーパー(売場面積(㎡)) 百貨店、総合スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

25  559 その他各種商品小売業(従業者が常時50 人未満のもの)(事業所数) その他の各種商品小売業事業所数 事業所数 整数 

26  559 その他各種商品小売業(従業者が常時50 人未満のもの)(年間商品販売額(万円)) その他の各種商品小売業販売額 額(万円) 整数 

27  559 その他各種商品小売業(従業者が常時50 人未満のもの)(売場面積(㎡)) その他の各種商品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

28  561 呉服・服地・寝具小売業(事業所数) 呉服・服地・寝具小売業事業所数 事業所数 整数 

29  561 呉服・服地・寝具小売業(年間商品販売額(万円)) 呉服・服地・寝具小売業販売額 額(万円) 整数 

30  561 呉服・服地・寝具小売業(売場面積(㎡)) 呉服・服地・寝具小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

31  562 男子服小売業(事業所数) 男子服小売業事業所数 事業所数 整数 

32  562 男子服小売業(年間商品販売額(万円)) 男子服小売業販売額 額(万円) 整数 

33  562 男子服小売業(売場面積(㎡)) 男子服小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

34  563 婦人子供服小売業(事業所数) 婦人・子供服小売業事業所数 事業所数 整数 

35  563 婦人子供服小売業(年間商品販売額(万円)) 婦人・子供服小売業販売額 額(万円) 整数 

36  563 婦人子供服小売業(売場面積(㎡)) 婦人・子供服小売業売場面積 面積(㎡) 整数 
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産業別データ    105指標（37 ～ 72） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

37  

小売業 

55・56・57・58・59・60 小売業計 

60 その他小売業 

564 靴・履物小売業(事業所数) 靴・履物小売業事業所数 事業所数 整数 

38  564 靴・履物小売業(年間商品販売額(万円)) 靴・履物小売業販売額 額(万円) 整数 

39  564 靴・履物小売業(売場面積(㎡)) 靴・履物小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

40  569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業(事業所数) 他織物衣服身回品小売業事業所数 事業所数 整数 

41  569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業(年間商品販売額(万円)) 他織物衣服身回品小売業販売額 額(万円) 整数 

42  569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業(売場面積(㎡)) 他織物衣服身回品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

43  571 各種食料品小売業(事業所数) 各種食料品小売業事業所数 事業所数 整数 

44  571 各種食料品小売業(年間商品販売額(万円)) 各種食料品小売業販売額 額(万円) 整数 

45  571 各種食料品小売業(売場面積(㎡)) 各種食料品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

46  572 酒小売業(事業所数) 酒小売業事業所数 事業所数 整数 

47  572 酒小売業(年間商品販売額(万円)) 酒小売業販売額 額(万円) 整数 

48  572 酒小売業(売場面積(㎡)) 酒小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

49  573 食肉小売業(事業所数) 食肉小売業事業所数 事業所数 整数 

50  

小売業 

55・56・57・58・59・60 小売業計 

60 その他小売業 

573 食肉小売業(年間商品販売額(万円)) 食肉小売業販売額 額(万円) 整数 

51  573 食肉小売業(売場面積(㎡)) 食肉小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

52  574 鮮魚小売業(事業所数) 鮮魚小売業事業所数 事業所数 整数 

53  574 鮮魚小売業(年間商品販売額(万円)) 鮮魚小売業販売額 額(万円) 整数 

54  574 鮮魚小売業(売場面積(㎡)) 鮮魚小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

55  575 野菜・果実小売業(事業所数) 野菜・果実小売業事業所数 事業所数 整数 

56  575 野菜・果実小売業(年間商品販売額(万円)) 野菜・果実小売業販売額 額(万円) 整数 

57  575 野菜・果実小売業(売場面積(㎡)) 野菜・果実小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

58  576 菓子・パン小売業(事業所数) 菓子・パン小売業事業所数 事業所数 整数 

59  576 菓子・パン小売業(年間商品販売額(万円)) 菓子・パン小売業販売額 額(万円) 整数 

60  576 菓子・パン小売業(売場面積(㎡)) 菓子・パン小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

61  577 米穀類小売業(事業所数) 米穀類小売業事業所数 事業所数 整数 

62  577 米穀類小売業(年間商品販売額(万円)) 米穀類小売業販売額 額(万円) 整数 

63  577 米穀類小売業(売場面積(㎡)) 米穀類小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

64  579 その他の飲食料品小売業(事業所数) その他の飲食料品小売業事業所数 事業所数 整数 

65  579 その他の飲食料品小売業(年間商品販売額(万円)) その他の飲食料品小売業販売額 額(万円) 整数 

66  579 その他の飲食料品小売業(売場面積(㎡)) その他の飲食料品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

67  581 自動車小売業(事業所数) 自動車小売業事業所数 事業所数 整数 

68  581 自動車小売業(年間商品販売額(万円)) 自動車小売業販売額 額(万円) 整数 

69  581 自動車小売業(売場面積(㎡)) 自動車小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

70  582 自転車小売業(事業所数) 自転車小売業事業所数 事業所数 整数 

71  582 自転車小売業(年間商品販売額(万円)) 自転車小売業販売額 額(万円) 整数 

72  582 自転車小売業(売場面積(㎡)) 自転車小売業売場面積 面積(㎡) 整数 
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産業別データ    105指標（73 ～ 105） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

73  

小売業 

55・56・57・58・59・60 小売業計 

60 その他小売業 

591 家具・建具・畳小売業(年間商品販売額(万円)) 家具・建具・畳小売業販売額 額(万円) 整数 

74  591 家具・建具・畳小売業(売場面積(㎡)) 家具・建具・畳小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

75  592 器械・器具小売業(事業所数) 機械・器具小売業事業所数 事業所数 整数 

76  592 器械・器具小売業(年間商品販売額(万円)) 機械・器具小売業販売額 額(万円) 整数 

77  592 器械・器具小売業(売場面積(㎡)) 機械・器具小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

78  599 その他じゅう器小売業(事業所数) その他の什器器小売業事業所数 事業所数 整数 

79  599 その他じゅう器小売業(年間商品販売額(万円)) その他の什器器小売業販売額 額(万円) 整数 

80  599 その他じゅう器小売業(売場面積(㎡)) その他の什器器小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

81  601 医薬品・化粧品小売業(事業所数) 医薬品・化粧品小売業事業所数 事業所数 整数 

82  601 医薬品・化粧品小売業(年間商品販売額(万円)) 医薬品・化粧品小売業販売額 額(万円) 整数 

83  601 医薬品・化粧品小売業(売場面積(㎡)) 医薬品・化粧品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

84  602 農耕用品小売業(事業所数) 農耕用品小売業事業所数 事業所数 整数 

85  602 農耕用品小売業(年間商品販売額(万円)) 農耕用品小売業販売額 額(万円) 整数 

86  602 農耕用品小売業(売場面積(㎡)) 農耕用品小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

87  603 燃料小売業(事業所数) 燃料小売業事業所数 事業所数 整数 

88  603 燃料小売業(年間商品販売額(万円)) 燃料小売業販売額 額(万円) 整数 

89  603 燃料小売業(売場面積(㎡)) 燃料小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

90  604 書籍・文房具小売業(事業所数) 書籍・文房具小売業事業所数 事業所数 整数 

91  604 書籍・文房具小売業(年間商品販売額(万円)) 書籍・文房具小売業販売額 額(万円) 整数 

92  604 書籍・文房具小売業(売場面積(㎡)) 書籍・文房具小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

93  605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業(事業所数) スポーツ玩具娯楽小売業事業所数 事業所数 整数 

94  605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業(年間商品販売額(万円)) スポーツ玩具娯楽小売業販売額 額(万円) 整数 

95  605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業(売場面積(㎡)) スポーツ玩具娯楽小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

96  606 写真機・写真材料小売業(事業所数) 写真機・写真材料小売業事業所数 事業所数 整数 

97  606 写真機・写真材料小売業(年間商品販売額(万円)) 写真機・写真材料小売業販売額 額(万円) 整数 

98  606 写真機・写真材料小売業(売場面積(㎡)) 写真機・写真材料小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

99  607 時計・眼鏡・光学機械小売業(事業所数) 時計眼鏡光学機械小売業事業所数 事業所数 整数 

100  607 時計・眼鏡・光学機械小売業(年間商品販売額(万円)) 時計眼鏡光学機械小売業販売額 額(万円) 整数 

101  607 時計・眼鏡・光学機械小売業(売場面積(㎡)) 時計眼鏡光学機械小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

102  609 他に分類されない小売業(事業所数) 他に分類されない小売業事業所数 事業所数 整数 

103  609 他に分類されない小売業(年間商品販売額(万円)) 他に分類されない小売業販売額 額(万円) 整数 

104  609 他に分類されない小売業(売場面積(㎡)) 他に分類されない小売業売場面積 面積(㎡) 整数 

105  591 家具・建具・畳小売業(年間商品販売額(万円)) 家具・建具・畳小売業販売額 額(万円) 整数 

※形式「固(11.0)」は、種類：固定小数、幅：11、小数点以下桁数：0 を表します。 
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４－４．業態別データ     81指標（1 ～ 36） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

1  
小売業 

業態別(小売業計) 

業態別計(小売業計)(事業所数) 小売業計業態別計事業所数 事業所数 整数 

2  業態別計(小売業計)(年間商品販売額(万円)) 小売業計業態別計販売額 額(万円) 固(11,0) 

3  業態別計(小売業計)(売場面積(㎡)) 小売業計業態別計売場面積 面積(㎡) 整数 

4  

小売業 

業態別(小売業計) 

百貨店 

百貨店(事業所数) 百貨店事業所数 事業所数 整数 

5  百貨店(年間商品販売額(万円)) 百貨店販売額 額(万円) 整数 

6  百貨店(売場面積(㎡)) 百貨店売場面積 面積(㎡) 整数 

7  百貨店(大型)(事業所数) 大型百貨店事業所数 事業所数 整数 

8  百貨店(大型)(年間商品販売額(万円)) 大型百貨店販売額 額(万円) 整数 

9  百貨店(大型)(売場面積(㎡)) 大型百貨店売場面積 面積(㎡) 整数 

10  百貨店(その他)(事業所数) その他の百貨店事業所数 事業所数 整数 

11  百貨店(その他)(年間商品販売額(万円)) その他の百貨店販売額 額(万円) 整数 

12  百貨店(その他)(売場面積(㎡)) その他の百貨店売場面積 面積(㎡) 整数 

13  

小売業 

業態別(小売業計) 

総合スーパー 

総合スーパー(事業所数) 総合スーパー事業所数 事業所数 整数 

14  総合スーパー(年間商品販売額(万円)) 総合スーパー販売額 額(万円) 整数 

15  総合スーパー(売場面積(㎡)) 総合スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

16  総合スーパー(大型)(事業所数) 大型総合スーパー事業所数 事業所数 整数 

17  総合スーパー(大型)(年間商品販売額(万円)) 大型総合スーパー販売額 額(万円) 整数 

18  総合スーパー(大型)(売場面積(㎡)) 大型総合スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

19  総合スーパー(中型)(事業所数) 中型総合スーパー事業所数 事業所数 整数 

20  総合スーパー(中型)(年間商品販売額(万円)) 中型総合スーパー販売額 額(万円) 整数 

21  総合スーパー(中型)(売場面積(㎡)) 中型総合スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

22  

小売業 

業態別(小売業計) 

専門スーパー 

専門スーパー(事業所数) 専門スーパー事業所数 事業所数 整数 

23  専門スーパー(年間商品販売額(万円)) 専門スーパー販売額 額(万円) 整数 

24  専門スーパー(売場面積(㎡)) 専門スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

25  専門スーパー(衣料品)(事業所数) 衣料品専門スーパー事業所数 事業所数 整数 

26  専門スーパー(衣料品)(年間商品販売額(万円)) 衣料品専門スーパー販売額 額(万円) 整数 

27  専門スーパー(衣料品)(売場面積(㎡)) 衣料品専門スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

28  専門スーパー(食料品)(事業所数) 食料品専門スーパー事業所数 事業所数 整数 

29  専門スーパー(食料品)(年間商品販売額(万円)) 食料品専門スーパー販売額 額(万円) 整数 

30  専門スーパー(食料品)(売場面積(㎡)) 食料品専門スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

31  

小売業 

業態別(小売業計) 

専門スーパー 

専門スーパー(住関連)(事業所数) 住関連専門スーパー事業所数 事業所数 整数 

32  専門スーパー(住関連)(年間商品販売額(万円)) 住関連専門スーパー販売額 額(万円) 整数 

33  専門スーパー(住関連)(売場面積(㎡)) 住関連専門スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

34  専門スーパー(住関連のうちホームセンター)(事業所数) ホームセンタ専門スーパ事業所数 事業所数 整数 

35  専門スーパー(住関連のうちホームセンター)(年間商品販売額(万円)) ホームセンタ専門スーパ販売額 額(万円) 整数 

36  専門スーパー(住関連のうちホームセンター)(売場面積(㎡)) ホームセンタ専門スーパ売場面積 面積(㎡) 整数 
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業態別データ     81指標（37 ～ 72） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

37  

小売業 

業態別(小売業計) 

コンビニエンスストア 

コンビニエンスストア(事業所数) コンビニエンスストア事業所数 事業所数 整数 

38  コンビニエンスストア(年間商品販売額(万円)) コンビニエンスストア販売額 額(万円) 整数 

39  コンビニエンスストア(売場面積(㎡)) コンビニエンスストア売場面積 面積(㎡) 整数 

40  コンビニエンスストア(うち終日営業店)(事業所数) 終日営業コンビニ事業所数 事業所数 整数 

41  コンビニエンスストア(うち終日営業店)(年間商品販売額(万円)) 終日営業コンビニ販売額 額(万円) 整数 

42  コンビニエンスストア(うち終日営業店)(売場面積(㎡)) 終日営業コンビニ売場面積 面積(㎡) 整数 

43  小売業 

業態別(小売業計) 

ドラッグストア 

ドラッグストア(事業所数) ドラッグストア事業所数 事業所数 整数 

44  ドラッグストア(年間商品販売額(万円)) ドラッグストア販売額 額(万円) 整数 

45  ドラッグストア(売場面積(㎡)) ドラッグストア売場面積 面積(㎡) 整数 

46  

小売業 

業態別(小売業計) 

その他スーパー 

その他スーパー(事業所数) その他のスーパー事業所数 事業所数 整数 

47  その他スーパー(年間商品販売額(万円)) その他のスーパー販売額 額(万円) 整数 

48  その他スーパー(売場面積(㎡)) その他のスーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

49  その他スーパー(うち各種商品取扱店)(事業所数) 他各種商品取扱スーパー事業所数 事業所数 整数 

50  その他スーパー(うち各種商品取扱店)(年間商品販売額(万円)) 他各種商品取扱スーパー販売額 額(万円) 整数 

51  その他スーパー(うち各種商品取扱店)(売場面積(㎡)) 他各種商品取扱スーパー売場面積 面積(㎡) 整数 

52  

小売業 

業態別(小売業計) 

専門店 

専門店(事業所数) 専門店事業所数 事業所数 整数 

53  専門店(年間商品販売額(万円)) 専門店販売額 額(万円) 整数 

54  専門店(売場面積(㎡)) 専門店売場面積 面積(㎡) 整数 

55  専門店(衣料品)(事業所数) 衣料品専門店事業所数 事業所数 整数 

56  専門店(衣料品)(年間商品販売額(万円)) 衣料品専門店販売額 額(万円) 整数 

57  専門店(衣料品)(売場面積(㎡)) 衣料品専門店売場面積 面積(㎡) 整数 

58  専門店(食料品)(事業所数) 食料品専門店事業所数 事業所数 整数 

59  専門店(食料品)(年間商品販売額(万円)) 食料品専門店販売額 額(万円) 整数 

60  専門店(食料品)(売場面積(㎡)) 食料品専門店売場面積 面積(㎡) 整数 

61  専門店(住関連)(事業所数) 住関連専門店事業所数 事業所数 整数 

62  専門店(住関連)(年間商品販売額(万円)) 住関連専門店販売額 額(万円) 整数 

63  専門店(住関連)(売場面積(㎡)) 住関連専門店売場面積 面積(㎡) 整数 

64  

小売業 

業態別(小売業計) 

中心店 

中心店(事業所数) 中心店事業所数 事業所数 整数 

65  中心店(年間商品販売額(万円)) 中心店販売額 額(万円) 整数 

66  中心店(売場面積(㎡)) 中心店売場面積 面積(㎡) 整数 

67  中心店(衣料品)(事業所数) 衣料品中心店事業所数 事業所数 整数 

68  中心店(衣料品)(年間商品販売額(万円)) 衣料品中心店販売額 額(万円) 整数 

69  中心店(衣料品)(売場面積(㎡)) 衣料品中心店売場面積 面積(㎡) 整数 

70  中心店(食料品)(事業所数) 食料品中心店事業所数 事業所数 整数 

71  中心店(食料品)(年間商品販売額(万円)) 食料品中心店販売額 額(万円) 整数 

72  中心店(食料品)(売場面積(㎡)) 食料品中心店売場面積 面積(㎡) 整数 
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業態別データ     81指標（73 ～ 81） 

No. 
商業統計 表彰項目名 MapInfo形式テーブル項目名 

単位 形式 
区分 項目名 項目名 

73  小売業 

業態別(小売業計) 

中心店 

中心店(住関連)(事業所数) 住関連中心店事業所数 事業所数 整数 

74  中心店(住関連)(年間商品販売額(万円)) 住関連中心店販売額 額(万円) 整数 

75  中心店(住関連)(売場面積(㎡)) 住関連中心店売場面積 面積(㎡) 整数 

76  

小売業 

業態別(小売業計) 

その他小売店 

その他の小売店(事業所数) その他の小売店事業所数 事業所数 整数 

77  その他の小売店(年間商品販売額(万円)) その他の小売店販売額 額(万円) 整数 

78  その他の小売店(売場面積(㎡)) その他の小売店売場面積 面積(㎡) 整数 

79  その他の小売店(うち各種商品取扱店)(事業所数) 他の各種商品取扱小売店事業所数 事業所数 整数 

80  その他の小売店(うち各種商品取扱店)(年間商品販売額(万円)) 他の各種商品取扱小売店販売額 額(万円) 整数 

81  その他の小売店(うち各種商品取扱店)(売場面積(㎡)) 他の各種商品取扱小売店売場面積 面積(㎡) 整数 

※形式「固(11.0)」は、種類：固定小数、幅：11、小数点以下桁数：0 を表します。 
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５－１．PAREA-Stat.町丁目別商業統計（商業統計データ）の概要 

 

町丁目別商業統計(商業統計データ)は、全国の公営、民営の事業所に対して経済産業省が行う「商業統計調査」の調査結果を編成 

した統計データです。 

地域メッシュコード集計データの値を「町(大字)丁目行政界地図」(国際航業製)の行政界に按分推計を施して紐付けを行い行政界 

単位に集計した統計データです。 

行政コード（11 桁）は、「全国町字ファイル」（公益財団法人 国土地理協会発行）のコード体系を採用しており、公称住所と関 

連付いた体系となっています。 

 

 

５－２．メッシュコードと住所（行政コード）の対応付けについて 

 

町丁目別商業統計(商業統計データ)では、地域メッシュコードの示す区画と「町(大字)丁目行政界地図」の境界形状との対応関係 

により、地域メッシュコードによる集計結果を対応する住所コードへ按分することにより再集計しています。 

 

【例】 

  ・２つの住所と対応するメッシュ（数値は事業所数）が以下の通りであった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・対応関係を求めてメッシュの持つ統計値（事業所数）を按分し再集計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行政コードによる集計に関しての統計値は、地域メッシュコードの示す範囲と「町(大字)丁目行政界地図」の境域との対応によ

り 独自の按分推計処理を行っております。このため他機関が提供する統計値とは異なっていますのでご注意ください。 

５．解説 
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事業所数=15

Ｂ町 

事業所数=20 
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５－３．行政コードおよび住所コード 

 

都道府県統計の行政コードは、JIS都道府県コード（01～47）に”000”を付与した5桁コードとします。 

市区町村統計の行政コードは、JIS5桁市区町村コードとします。 

行政コード（11桁）は公益財団法人 国土地理協会発行の全国町・字ファイルの11桁コードに準拠しています。 

 

コードの構成 

5桁コードは、2桁の都道府県を示すコードと3桁の市区町村を示すコードで表す。 

11桁コードは、上記5桁コードに3桁の町・大字名を示すコードと3桁の丁目・字を示すコードを繋げた11桁で表す。 

 

例： 

都道府県：東京都 ････････････････････････ 13000 

市区町村：東京都八王子市 ････････････････ 13201 

町・大字：東京都八王子市暁町 ････････････ 13201001000 

丁目・字：東京都八王子市暁町１丁目 ･･････ 13201001001 

 

※ 一部の行政コードにおいては特殊コードを設定しております。 

例： 

市区町村：境界不明など ･･････････････････ xx999 

町・大字：湖沼 ･･････････････････････････ xxxxxZ98000 

丁目・字：湖沼 ･･････････････････････････ xxxxxZ98999 

町・大字：境界不明など ･･････････････････ xxxxxZ99000 

丁目・字：境界不明など ･･････････････････ xxxxxZ99999 

 

 

５－４．秘匿措置 

 

１つのメッシュ内における申告者が１や２の少数の場合、個々の申告者の属する事項が漏洩する恐れのある為、その秘密（調査客体

のプライバシ－）を保護する観点から、その数字を秘匿措置します。 

また、関連秘匿として、１つのメッシュにおいて各種分類別の表彰をしている場合、合計数字から他の未秘匿分類の数字を差し引く

事により秘匿された分類の数字が分かる時には、もう１箇所を秘匿措置します。 

 

下記内容に該当する統計値を用いた集計や計算を行う場合は、事前に「0」に置き換えるなどの対応を行ってください。 

狀態 MapInfo形式（TAB/MIF） テキスト形式（CSV） 

秘匿の対象の場合 「-1」を設定 “”（Null）を設定 

該当値が無い場合 「0」 を設定 “-”（半角ハイフン）を設定 
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基本データ「小売業計事業所数」を主題図作成（色分け表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規模別データ「卸売業計業所数」を主題図作成（色分け表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記２画面は「PAREA-Stat.町丁目別商業統計（商業統計データ）」と、「町(大字)丁目行政界地図 （国土交通省国土地理院承認済

（承認番号 平２３情使 第２３７号））」を使用しています。 

付録．サンプル画像 
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産業別データ「その他の小売業事業所数」を主題図作成（色分け表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業態別データ「事業所数（専門スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア）」を主題図作成（円グラフ表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記２画面は「PAREA-Stat.町丁目別商業統計（商業統計データ）」と、「町(大字)丁目行政界地図 （国土交通省国土地理院承認済

（承認番号 平２３情使 第２３７号））」を使用しています。 
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